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藍情嵐 田出衆（いがらし ひでお）既  殿川 健脚（かいかわ けんいち）既  

昭和7年2月7田生れ  

〔現住所〕北海道札幌市手稲  

区星置  

〔学歴〕昭和29年 北海道大  

学二仁学部土木工学科卒業  

昭和47年 工学博せ（北海道  

大学）  

〔職歴〕  

昭和6年5月14日生れ  

〔現住所〕広島市来区牛阻旭  

〔学歴〕昭和31年 東京大学  

二工学部電気二仁学科卒業  

〔職歴〕  

昭和31年 中国電力㈱入社  

昭和59年 同社絵ノ合金画室第  

一企画呈総合機械化センター  

所騒  昭和29年 運輸省入省  

昭和31年 北海道大学二江学部専任講蘭  

昭和33年 間 助教授  

昭和50年 間 教授  

平成7年 同学定年退官（名誉教授），北海道学園大  

学工学部教授  

平成9年 同大学院Ⅱ学研究科長  

〔OR学会関係〕のR学会北海道支部設立準備委貝，  

北海道支部長 平成元年度～平成2年度，平成2年度  

春季研究発表会実行委局長，評議眉 平成4～5年度，  

支部顧問（現在）  

〔著者等〕土木計画数理（朝倉書店）他6冊9 学術論  

文D発表多数   

五十嵐氏は，交通計画学の専門家であり9 その特徴  

は交通と地域（都市）を車の両輪のごとくとらえ，常  

に交通と地域を切り離すことなく一体として分析。，理  

論と実際の両面から計画を立案して地域社会に提案さ  

れている実際家であります。   

また9 C偶学会関係では北海道支部の設立に参画さ  

れるとともに，その後も支部運営委眉，支部長，支部  

顧問として支部活動の中心となるともに，平成4～5  

年度には本部評議眉としても活躍され，本学会の運営  

と発展に多大な貢献をされています心  

『∑成3年 同社取締役山口支店長  

平成5年 間社常務取締役  

平成9年 同社取締役副社長  

〔OR学会関係〕中匡い臣射卦支部長 平成8～9年度   

貝川氏は永年電力業界の経営にあたられるとともに，  

企業内のRの実施と後進の指導育成に尽力され，昭和  

56年には中国電力㈱が本学会第5回実施質を受賞する  

など9 幾多の成果をあげられました。また，本学会中  

臣富む四囲支部の運営においても，支部長として創立40  

周年記念シンポジウムの開催など，多大な貢献をされ  

ています 

給血 隆信（かたやま たかひと）既  

昭和24年2月3日生れ  

〔現住所〕千葉県千葉市花見  

川区橋戸台  

〔学歴〕昭和46年3月 大阪  

大学基礎二町二学部物性物理工学  

科卒業  

昭和51年5月 ノートルダム  

大学大学院修士課程修了  

（MSEE）  

その後平成8年米海軍大学院国際防衛管理課程に短期  

留学  

〔職歴〕  

昭和46年4月 防衛庁入庁  

昭和62年8月 航空幕僚監部防衛課分析室分析主任研  

究官  

平成3年4月 防衛局計画官付システム分析室主任研  
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性の証明，マルコフ連鎖の初到達時間の分布および確  

率単調性の研究，出生死滅過程の減衰パラメー タと準  

定常分布の分類などにおいて成果を挙げられています．  

また，応用面では信頼性モデルにおける一般化修理の  

モデル化や待ち行列における動的スケジューリングの  

最適性の証明などの成果を挙げられ，最近では，特に  

信用リスク管理を中心としたファイナンス工学の研究  

に従事．確率過程の理論を応用して債券の格付けとス  

プレッドの変化に関する現象を説明されておられます．  

また，OR学会関係では，平成2年度のOR学会文献賞  

を受賞されるとともに永く研究普及委員会委員を努め  

られるなどOR学会の運営に多大な貢献をされています．   

木村 俊－（きむら としかず）氏  

究官  

平成6年6月 防衛局計画課システム分析室総括主任  

研究官  

平成9年1月 航空幕僚監部防衛課分析室長  

〔OR学会関係〕庶務幹事 昭和60年度～平成3年度，  

編集委員 昭和63年度～平成3年度，評議員 平成6  

～7年度  

〔著書等〕「暗号」（共訳，自然社，1986），「やり直し  

数学基礎」（日本監督士協会，1989）他   

片山氏は，防衛庁入庁以来今日まで，一貫して防衛  

庁においてORを実施する分析組織に在籍され，防衛  

力整備計画に代表されるような計画立案のための能力  

評価，主要装備品などの機種選定作業等に従事された  

ほか，分析技術の向上を図るためのセミナーや講演会  

の企画調整，分析組織の増強などに参画されるととも  

に，OR学会においても庶務幹事や，機関誌編集委員，  

評議員等として活躍され，本学会の運営と発展に多大  

な貢献をされています．   

木島 正明（きじま まさあき）氏  

昭和28年5月9日生れ  

〔現住所〕札幌市西区八軒  

〔学歴〕昭和51年 京都大学  

工学部数理工学科卒業  

昭和56年 京都大学大学院工  

学研究科数理工学専攻博士課  

程修了（工学博士）  

〔職歴〕  

昭和56年 東京工業大学理学  

昭和32年3月31日生れ  

〔現住所〕埼玉県比企郡小川  

町  

〔学歴〕昭和55年3月 東京  

工業大学理学部情報科学科卒業  

昭和60年12月 同大学理工学  

研究科情報科学専攻博士課程  

修了（理学博士）  

部情報科学科 助手  

昭和60年 北海道大学経済学部経営学科 助教授  

平成7年 同 教授  

この間，アムステルダム自由大学客員教授，フンボル  

ト大学，ロチェスタ一大学各客員研究員，プリンスト  

ン大学客員フェローを歴任  

〔OR学会関係〕第20回文献賞 平成4年度，理事  

（無任所）平成7～8年度，北海道支部運営委員 昭  

和62年度～現在  

〔著書等〕現代OR入門（共著，現代数学社），確率  

モデルハンドブック（共訳，朝倉書店），査読付き論  

文24編，その他論文28編，講演84件   

木村氏は，待ち行列理論における拡散近似モデルの  

構築と性能評価への応用に関する研究の第一人者とし  

て知られています．このほかにも，解析解を求めるこ  

とが困難な待ち行列特性量の漸近的性質に着目して，  

既存の発見的近似公式を統合・拡張する多くの研究成  

果を挙げ，これらの成果に対しては本学会から文献賞  

を授与されました．現在は，拡散モデルの精緻化およ  

び信頼性解析への応用に関する研究に取り組まれてお  

られます．また，本部理事，研究部会幹事，北海道支  

（47）575   

昭和61年6月 米国ロチェス  

タ一大学経営大学院修士課程修了（Ph．D．）  

〔職歴〕  

昭和61年4月 東京工業大学理学部情報科学科 助手  

平成元年4月 筑波大学社会工学系 助教授  

平成9年4月 束京都立大学経済学部 助教授  

平成9年10月 同 教授  

〔OR学会関係〕第18回文献賞 平成2年度，研究普  

及委員 昭和63年度～平成元年度  

〔著書等〕ファイナンスのための確率過程（共著，日  

科技連），ファイナンス工学入門Ⅰ部～ⅠⅠⅠ部（日科技  

連），Markov Processes for Stochastic Modeling  

（Chapman＆Hall），他著書3冊，共監訳1冊，査読  

付き論文60編，講演多数   

木島氏はマルコフ過程の理論とそのORへの応用の  

研究に従事され，理論面では再生過程の一般化や単調  

1998年10 月号  
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部運営委眉として，本学会の運営と発展に多大な貢献  

をされています¢  

学）  

昭和53年 経営学博二転（大阪市立大学）  

〔職歴〕  

昭和22年 松下精二虹㈱入社，経営計画部長，経理部長，  

理事等を歴任  

洗米 均（くめ ひとし）既   

昭和12年2月14臣写生れ  

〔現住所〕東京都世闇谷区経  

堂  

〔学歴〕昭和35年 東京大学  

工学部応用化学科卒薬  

膳和細隼同大学院化学系研  

究科博士課程修了（工学博  

☆）  

〔職歴〕  

昭和46年  

昭和49年  

昭和52年  

昭和60年  

平成4隼  

平成9隼  

大阪二∬二業大学工学部経営工学科 助教授  

間 数撹  

閲大学中央研究所計算センター長  

大阪コニ犬指南大学中央研究所長  

摂南大学経常情報学部教授，同学部長  

同 学長  

〔Ⅲ配学会関係〕平成8年度秋季研究発表会実行委眉  

撮  

〔著書等〕電子計算機経営情報システム研究（日本経  

常出版会，1968）9 現代数理科学事典（共著，大阪書  

籍，199皿），総合経営情報システム研究 ほ本経営協  

会総合研究所，1995），他著書18冊，学術論文81編，  

その他論文サ 総説等98編，発表多数   

業E上底は，1960年代に松下精工㈱において事務の機  

械化研究に着手され，電子計算機を用いた企業経営管  

理システムを開発された¢ その後，部品中心生産管理  

システムの研究に着手され，工学博士の学位を，またヲ  

経常機械化に関する研究を進められ，経営学博士の学  

位を併せ取得され，その後も，情報技術の進展に伴い  

のA，『』L，DSS，CIM，S丑S，CAIJS等にもとづく総  

合経営システムに関する研究を行っておられます。本  

学合の運営についても，平成8年度秋季研究発表会の  

実行委園長として多大な粛献をされています。   

棚灘盈 瑚啓露（こいけ まさよし）既  

成蹟大学工学部経営工学科 助教授  

東京大学工学部反応化学科 助教授  

同 教授  

同大学院工学系研究科 教授  

中央大学理］亡学部経営システム］［学科 教授  

数理統計学（コロナ社），統計解析への出  

昭和40年  

昭和49年  

昭和55年  

平成7年  

平成9年  

〔著書等〕  

発（岩波書店），品質による経営（銅斗技連出版社），  

他28編，論文139編   

久米氏は，大学在学中から一貫してフィールド派の  

立場で科学的経営の実践的研究を行ってこられた¢ 氏  

の研究は品質管理を中心とするものであるが9 コニ場に  

おける生産計画，サ叫ビス部門におけるサ｝ビス山ノヾ  

hツの在庫管理など9 必要に応じてのR的方法の開発  

と適用を行ってこられているw 氏はFMESの設立に  

参画し9 日本オペレーションズ。リサ岬チ学会9 日本  

品質管理学会9 日本経営ユニ学会が協力して日本学術会  

議に経営二に学研究連絡委局舎を設立するために尽力を  

され9 経営二に学関連学会が日本学術会議の場で活動を  

行う基盤を作ったメンバ鵬の1人であり，本学会の地  

ノ位向止二，発展に多大な貢献をされていますト。   

乗出 首魁之助（くりやま せんのすけ）應  

昭和11年′7月21悶生れ  

〔現住所〕千葉県我孫子市並  

木町  

〔学歴〕昭和38年 東京大学  

理学部数学科卒業  

〔職歴〕  

昭和38年 三菱電機㈱入社  

平成3年 筑波技術短期大学  

大正且4年8月4日生れ  

〔現住所〕兵庫県宝塚市御殿  

山  

〔学歴〕昭和22年 大阪府立  

堺工業専門学校（現大阪府立  

大学）金属工業科卒業  

昭和49年 大阪大学二江学部産  

業機械二正学科研究生修了  

昭和50年 二江学博二転（大阪大  

酎帽（4鋸  

教授  

〔のR学会関係〕機関誌編集委眉（昭和47～49年度，  

昭和52～53年度，平成3～6年度），平成5年度秋季  

研究発表会実行副委眉展  

〔著書等〕システム0シミュレーション（共著9 産業  

間薔），コンビュー→タ マネジメントサイエンス ハ  
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走過程の数理的分析や，動的計画法と確率モデルの最  

適化に関する研究を熱心に続けてこられました．マル  

コフ決定過程とその応用に関する研究では特に顕著な  

研究業績をあげておられ，ORの研究・普及に著しく  

貢献されてきました．また，最近では飛行機の座席管  

理に関する研究やポートフォリオ選択モデル，デリバ  

ティブなどのファイナンス工学の研究にも取り組まれ  

ています．OR学会関係では，理事・評議眉のほか，  

中部支部運営委員，中部支部監事，中部支部長などを  

永年にわたり務められ，学会の運営・発展に多大な貢  

献をされています。   

司馬 正次（しば しょうじ）氏  

ンドブック（共著，オーム社），スケジューリングの  

理論（共著，日刊工業新聞社），OR事典（共著，日  

科技連），研究開発・技術開発総覧（共著，産業調査  

会），他論文多数   

小池氏は，羽田の航空交通管制自動化のための着陸  

順位決定問題に当時としては斬新なSIMSCRIPT言  

語によるディジタルシミュレーションを適用されたり，  

エレベータ乗客の複雑な到着パターンに対して，親し  

い客同士を団子というコンセプトにまとめることを考  

えつかれ，団子同士がポアソン到着し，かつ団子（の  

大きさから1を減じた数値）がポアソン分布に従うこ  

とを発見されました．また，発想法（KJ法）に数量  

化理論を適用して，多数のアイデアからの有用な着想  

抽出を自動化する試みをされる等，企業現場の具体的  

な問題に対しORを駆使して解決することを重ねてこ  

られましたが，その後は，聴覚障害者の高等教育の場  

に移られ，活躍されておられます．本学全開係でも，  

機関誌の編集委員や研究発表会の実行副委員長など，  

多大の貢献をされています．   

澤木 勝茂（さわき かつしげ）氏  

昭和8年1月11日生れ  

〔現住所〕茨城県つくば市梅  

園  

〔学歴〕昭和30年 東京大学  

農学部 水産学科卒業  

昭和35年 同大学院生物系研  

究科水産学専門課程修了  

昭和49年 経済学博士（東京  

大学）  昭和19年11月28日生れ  

〔現住所〕名古屋市瑞穂区大  

殿町  

〔学歴〕昭和43年 南山大学  

経済学部経営学科卒業  

昭和46年～昭和50年 カナダ，  

プリティシュ・コロンビア大  

学経営大学院留学（Ph．D．）  

平成9年 工学博士（京都大  

学）  

〔職歴〕  

昭和36年 北海道大学教育学部 講師  

昭和42年 同大学産業教育計画研究施設・教育学部  

助教授  

昭和51年 筑波大学社会工学系 教授  

昭和61年 国際応用システム研究所（ⅠIASA）主任研  

究員  

昭和62年 ハンガリー産業省TQMチーフ・アドバイ  

ザー  

平成2年 MIT客月数授，スローン・スクール  

平成3年 フランス国立グルノーブル工科大学 者月  

教授  

平成4年 MIT教授（併任），スローン・スクール  

平成8年 常磐大学国際学部 学部長  

〔OR学会関係〕評議員 昭和40～昭和52年度，平成  

2～3年度 理事（庶務）昭和52～53年度，機関誌編  

集委員 昭和52～53年度  

〔著書等〕オートメーションと労働（東洋経済），労  

働の国際比較（東洋経済），教育とコンピュータ（培  

風館），ANEWAMERICAN TQM（共著，Produc－  

tivityPress），他著書26冊，学術論文36編   

司馬氏は，現実の経営問題，しかも人事・労務・労  

（49）577   

〔職歴〕  

昭和49年 南山大学経営学部 助手  

昭和50年 同 講師  

昭和54年 同 助教授  

昭和60年 同 教授  

〔OR学会関係〕評議員 平成4－5年度，理事（無  

任所）平成5～6年度，中部副支部長 平成4～5年  

度，中部支部長 平成6～7年度，平成6年度春季研  

究発表会実行委月長  

〔著書等〕OR入門一意思決定の基礎－（実教出版，  

1984），ファイナンスの数理（朝倉書店，1994）他，  

学術論文48編，発表・講演多数   

澤木氏は，永年にわたって不確実性の下での意思決  
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働など計量化しにくい領域のOR的分析に取り組み，  

多くの世界的業績をあげられた。また，ゆR，QCな  

どの科学的問題解決法を産業，社会の中に普及定着さ  

せていく領域で理論，実践面で多くの功績をあげてこ  

られた。そのひとつはハンガリ山産業省のもとでの  

TQM導入で瓦斑ÅSA】】司馬常として現在にまで続い  

ている。．また，米僅撞スバッカ山商務長官の依頼によ  

る米際での活動では，米凰，ヨーロッパの企業且02礼  

、‥・  

－ル等をつなぐ相互学習のネットワークづく りに成功  

され，米圏産業の再活性化に大きく貴献したと評価さ  

れている亡ト また，C蘭学公開係では北海道支部の創立  

に当り中心的役割を果たされ9 さらには本部評議員り  

理事として学会の運営と発展に京献されています曲   

健闘 潮（すみた うしお）既  

長じ教授 現在に至る  

〔著書等〕田本語の著書に「Ⅰ）oYouUmderstamd？：  

内から視たアメリカ」（同時代祉），その他講演，論文  

発表等多数   

住輯氏は，アメリカのロチェスタ一大学サイモン 

スクー椚Ⅶルで学位を取得された後，マサチエーーセッツコニ  

科大学客眉研取乱 シラキュース大学助教授を経て，  

翻身大学のサイモン印スグーールへ移られッ ラグェ一変  

換法を基礎に，応用確率論中待ち行列理論の分野で新  

しい計算アルゴリズムを開拓心 理論的論文を数多く発  

表される－山乱 Gノ■m㌔：NTT等を対象に情報システム  

関連のコンサルタントとしても幅広く活動され，盤産  

システムや情報ネットワーークの性能評価に関する論文  

も多数党表されています帥 アメリカのR学会応用確  

率」－確率過程論分ヰ斗会による1980年代の研究生魔性世  

界ランキングでは3ノ位にランクされたこともあり，  

19B′7動 東京二に業大学より理学博二虻を授与されました。  

使m氏は国際大学への勤務をきっかけに，田米比較を  

中心といPこ経営巾組織論へと研究分野を広げ，グロー【  

パルくい り・－叫ダ、一叫育成のためのビジネス教育ル研究70ロ  

グラムの体系化に取り組み9 日経ビジネスをはじめ9  

金融機関紙等に執筆を行う・一一▲方9 地元新潟や束京印関  

西地区を中心に講演活動も精力的に展開され，本学会  

の普及に貢献をされています。   

藤藍 憶（j、じしげ さとる）既  

昭和24年6月29田盤れ  

〔現住所〕新潟県南魚沼郡大  

和町  

〔学歴〕昭和48年3月 慶応  

義塾大学工学部管理二に学科卒  

業  

昭和48年4メ司 慶応義塾大学  

に学部管理工学科修二史課程入  

学  

昭和51年9月 岡太字工学部管理二∬二学科修士課程中退  

昭和53年6月 ロチェスタ一大学経営大学院修士課程  

修了  

昭和56年6月 同大学院博士課程修了（Ph。Ⅲ。．）  

昭和62年  理学博史（東京工業大学）  

〔職歴〕  

昭和49年9月～昭和51年6月 米国ニューヨ、…ク州ロ  

チェスタ一札 Ⅹerox社に勤務（財務。システム・・ア  

ナリスト）  

昭和55年9月 マサチエ、叫セッツニに科大学（MIT）  

客層研究員  

昭和56年9月 米国ニューヨーク州シラキュー≠ス市シ  

ラキュース大学二に学部 助教授  

昭和57年′7月 ロチェスタ、州大学経営大学院 助教授  

昭和62年4月 同大学院，准教授  

平成3年7月 国際大学大学院国際経営学研究科教授  

ロチェスタ山大学経営大学院客員教授 ニューーヨーク  

大学経常大学院客層教授  

平成7年7月 囲瞭大学国際経営学研究科・9 研究科  

慧e厨趣（50）  

昭和22・年8月27日胡三れ  

〔現住所〕大阪府吹田市桃LiJ  

＝－ヽ  

lニコ  

〔学歴〕昭和45年 京都大学  

二L学部数芦町三1学科卒業  

昭利50隼 同大学院二す二学研究  

科博一ニ虹課程数理コニ学専攻修了  

（ユニ学博㌻首二う  

〔職歴〕  

昭和50年 東京大学Ⅱ二学部計数コ亡学科助手  

昭和51年 間大学専任講師  

昭利5掴三 筑波大学社会工学系助教授  

昭和63年 間 教授  

平成9年 火阪大学大学院基礎工学研究科教授  

〔OR学会関係〕研究普及委員 昭和51～52年度，機  

関誌編集委員 昭和52～53年度，論文誌編集委員 昭  

和63〈Lノ平成元年度  

〔著書等〕グラフのネットワ、－川ク砂マトロイド（産業  
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析することによって，実際に現場で役立つORの研究  

をされています．また，OR学会関係では研究普及委  

員，機関誌編集委員等を，さらには評議員として学会  

の運営と発展に多大の貢献をされています。   

山田 善靖（やまだ よしやす）氏  

図書，1986）（共著），Submodular Functions and  

Optimization（North－Holland，1991），離散数学（岩  

波講座応用数学，基礎12）（1993）ほか著書3冊，査  

読つき論文70編   

藤重民は，ジャンプマルコフパラメタを有する確率  

的システムの推定と制御に関して学位を取得後，東大  

（当時）の伊理正夫先生の指導のもとにグラフやマト  

ロイドなどの組合せ的システムの研究を始めて以来，  

マトロイド構造やより一般的な劣モジュラ構造を有す  

る離散システムの解析と最適化の研究を続けておられ  

ます．特に，上記の英文著書は，劣／優モジュラ関数  

によって表現される劣／優モジュラ・システムの双対  

理論を展開し発展させてきた氏の研究成果を中心にま  

とめられたユニークで貴重なモノグラフであり，関係  

する組合せ最適化問題の理論とアルゴリズムが統一的  

に見通しよく論じられており，世界中で広く読まれて  

います。また，OR学会関係では機関誌，論文誌編集  

委員等を通じて学会の運営と発展に多大の貢献をされ  

ています。   

松田 寿子（まつだ としこ）氏  

昭和16年8月11日生れ  

〔現住所〕東京都杉並区和田  

〔学歴〕昭和40年／東京工業  

大学工学部経営工学科卒業  

昭和42年 同大学大学院理工  

学研究科経営工学専攻修士課  

程修了  

昭和46年 同大学大学院理工  

学研究科経営工学専攻博士課  

程修了（工学博士）  

〔職歴〕  

昭和46年 ㈱野村総合研究所入社  

昭和53年 同研究所主任研究員  

昭和54年 産業能率大学経営情報学部 助教授  

昭和60年 同 教授  

昭和62年 東京理科大学理工学部経営工学科 教授  

〔OR学会関係〕研究普及委員IAOR委眉 昭和  

60～61年度，理事（編集）昭和62～63年度，財政問題  

検討委見合委員 昭和62～63年 平成7～9年度，表  

彰委月 昭和62～63年度，評議員 平成4～5年度，  

理事（庶務）平成7～8年度，会員増強委員 平成8  

～9年度，会員名簿刊行委員長 平成7年度  

〔著書等〕経営情報学のための微積分（編著，共立出  

版），現代経営情報学概論（共著，オーム社），オペレ  

ーションズ。 リサーチⅠⅠ（共著，朝倉書店），他共著3  

冊，監訳1冊，査読付き論文29編，その他15編，発表  

多数   

山田氏はORが経営の重要な意思決定に役立つには，  

どのようなOR研究が必要かを常に考えてこられ，具  

体的には20年ぐらい前からORの実施問題研究を行っ  

てこられ，そうして経営科学としてのORの研究に発  

展させてこられました．一方経営情報とORの関係の  

研究にも発展させ，日本的経営の特徴を生かしたOR  

として，集団意思決定の研究，さらには最近はDEA  

やAHPを集団意思決定支援に利用する方法を研究さ  

れ，多数の論文を発表されています．さらにこれらの  

研究が実際に企業の重要な意思決定に使われるために，  

OR手法の改善についても研究をされています．また，  

（51）579   

昭和14年12月28日生れ  

〔現住所〕東京都武蔵野市吉  

祥寺  

〔学歴〕昭和37年 北海道大  

学理学部数学科卒業  

〔職歴〕  

昭和37年 日本アイ・ピー・  

エム㈱入社，データセンター，  

その後製品計画，東京基礎研  

究所，公共事業営業推進本部副部長等を歴任  

平成5年 中央大学経済学部教授  

〔OR学会関係〕研究普及委員 昭和55～57年度，機  

関誌編集委員 昭和58～62年度，評議員 昭和63～平  

成3年度，OR事例集編集委眉 平成2～3年度  

〔著書等〕計量広告学入門（共著，誠文堂新光社），  

世界計量モデルによる相互依存関係の分析（共著，総  

合研究開発機構），DistributedEnvironment（共編著，  

SpringerVerlag），21世紀を展望した運輸技術施策  

（共著，ぎょうせい），他   

松田氏は，意思決定支援システムのあり方について，  

数理的な方法論と併せてコンピュータの技術革新を見  

据えながら情報科学的な側面を考慮して総合的に考察  

すること，その上でシステム科学の視点から対象を分  
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OR学会関係では，研究普及委見 機関誌編集理事，  

表彰委風 評議鼠 庶務理事など永年にわたり学会の  

運営と発展に多大な貢献をされています。   

∴∴ －、ニ ー・ ・・ ・．・－．－  

tions Research，Seoulのプログラム委員長および  

Edntomr 

昭和56年8月～58年10月 KORS副会長  

昭和60年1¢月～63年8月 第1回APのRS大会組織  

委局長  

昭和63年10月～平成2年12月 KORS会長  

〔著書等〕著書21冊，論文123編，インターネット上  

で公開されているmPのプログラムLPAKOおよび  

m′PÅBのの作成者   

朴氏はソウル大学校産業コニ学科および韓国のOR／  

MS学会（KORS）を活躍の本拠地とされているが，  

田本のR学会の永年の会員で，韓国C眼／MS学会の  

創立にも貢献されておられます。また同学会の庶務理  

事を務められるとともに，副会長。会長の要職も歴任  

され，アジア地域OR学会の国際大会開催には先導的  

役割を果たされ，昭和54年にはソウルで第1固の大会  

を開催しタ ブログラム委員長を務められました¢ この  

シリーズの大会ほ翌年にはバンコクで ，また昭和57年  

にはシンガポールで開催されました。一方，伊理正夫  

氏がⅠ『ORS副会長として，同連盟の意向を受けてア  

ジア太平洋地域のOR学会の連合組織（現在の  

APORS）の結成を呼びかけられた昭和58年当時  

KORS副会長であった朴氏は，大同団結して同組織  

を作ることに尽力されるとともに，昭和63年の第1固  

APORS大会の組織委貝長を自ら務められ，すばらし  

い大会運営をされました。その後も，福岡で開催され  

たAPORS大会に若手研究者を派遣して共同研究の  

成果を発表されるなど，APORSの発展に多大な貢献  

をなされました咽  

昭和14年8月10田生れ  

〔現勤務先〕mept．ofIm血s一  

触ialEmg。CollegeofEmg．  

SeoⅦ1Nat五0Ilalぴmiversity  

Seol』1，Rep。OfKorea  

〔学歴〕昭和37年2月 Cbosum  

Umiversity卒業（数学専攻）  

昭和46年8月 Umive㌃Sityof  

Cimcimmati大学院修了（Ph。  

mimGameTheo㌃y）  

〔職歴〕  

昭和45年7月 Researcher，Institute of Manage－  

memtamdOperatioms Research，Ruhr－Umiversitaet，  

Germamy  

昭和47年1月 SeniorResearcher，Dept．ofOR／SA，  

AI）m，Korea  

昭和50年2月 PTOfessor，Dept．of互ndustrialEng．，  

SeolユiNa七io王1alUmive㌃Sity  

〔のR関係の主な活動〕  

昭和狙年6月 KoreanOR／MS Society（KORS）の  

創立に参画  

昭和51年6月～55年8月 同学会のSecretary  

昭和52年1月～63年10月IFORSのEDCOM（Edu－  

cat五omCommittee）委員  

昭和54年4月 The Pacific Comference o王10pera－  

珍医『①陀S99のご案内   

3年ごとに閃かれるIFORSの第15固大会が，以下の日程で開催されます。  

犬舎テⅧ▽：OR－PaTallelroadstoprosperityimthe21stCentury  

開催闊程：1999年8月16～20日  

開催場所：中国北京市   

大会の案内状（発表申込みの詳細等が掲載）は学会事務局にあります。ご希望の方はご請求ください。ま  

た，大会のWEBサイトは，http：／／www．IFORS．org／1eaflet／triemnial．htmlです。  

提出期限：1998年11月30日（郵送／『AX），1998年12月31日（1VⅥrWノ電子メール）  

提出薔類：論文タイトル，アブストラクト（英語のみ，50語以内），著者名（発表者を明示），所属9 連絡   

先9トピックス番号，100米ドル（Visaカードまたは，Ⅰ『ORS宛ての小切手）  

提 出 先：Msu LJOrettaPeregrina，IFORSSecretariat，RichardIveySchoolofBusiness，Universityof  

l野esternOn旭r五0，mOndon，CamaぬN6Å3K7，E－mail：肝ORS＠瓦vey．uwo。Ca  
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